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180。形トランジスタ無整流子電動機の特性について

( 120.形トランジスタ無整流子電動機との比較)

親盛克治・ 伊波善清・

On the Charaderistics of the 180・-type Transistor 

Commutatorless Motor 

(Compared with the 120・-typetransistor-commutatorless motor) 

Katsuji UY AMORI* Zensei lHA * 

Abstract 

For the 180・-typethyristor-commutatorless motor， reactors and 

capacitors are needed to obtain commutation energy， and (he setting 

angle must be held leading and therefore the armature current circulates 

through the feedback diodes and armature windings. For these reasons 

the 180・-typethyristor-commutatorless motor has low efficiency and 

is considered to be impractical. While the transistor-commutatorless 

motor does not depend on the induced voltage during the commutation 

and needs neither reactors nor capacitors for commutation， and therefore 

its circuit configuration is simple and the system is economical. Fur. 

thermore the transistor-commutatorless motor has the advantage that 

its setting angle can be made zero or negative (lagging) for steady 

operation as well as starting. 

In this paper， based on the experiments， the characteristics of the 

180・-typetransistor-commutatorless motor， which has neither feedback 

diodes nor commutation reactors and capacitors， are discussed compared 

with the 120・-typetransistor-commutatorless motor. Also the effect of 

the curilulative- and differential- compound field windings over the 

load characteristics of the 180・-typetransistor-commutatorless motor 

are discussed. The results are as follows. 

1) For the 120・-type，the positive torque is generated for the setting 

angle in the range， -60・ζ Yo:::;，:60・， while for the 180・-typethe positive 

torque is obtained only in the range， -30・ζ Yo:::;，:30・-

2) In the case of the 120・-type，the input voltage is always higher 
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than the induced voltage and therefore the transistor is ON during the 

entire period (120・)for which the base voltage is applied to the tran-

sistor. In the case of the 180・-typethere exists the period of 60・during

which the induced voltage is higher than the input voltage and therefore 

the transistor is ON only in the time interval of 120・whilethe base 

voltage is applied for 180'. 

3) For the identical setting angle and load current， the 180・-typehas 

a higher induced voltage (or motor speed) than the 120・-type，namely， 

the former has a larger torque pulsation than the latter. 

4) With the differential-compound field winding and for a negative 

setting angle (lagging)， the motor efficiency is low (about 50%) due to 

the increase of commutation -surge loss and decrease of power factor. 

1. まえがき

従来，無整流子電動機 (Commutatorlessmotor， 

CLMと略す)のスイッチ素子として，サイリスタがそ

の主流を占めている。その主な理由として， 1 )大容

量，高耐圧素子の出現。 2)通電時における素子損失

の僅少。 3)短いターンオフ時間。などがあげられよ

7。

サイリスタは上記のような優れた特性を有する反面，

CLMのスイッチ素子として使用する場合は，は必ず転

流エネルギーを必要とする。従って誘起電圧転流形

CLM (120・Thy-CLM)は，始動初期には誘導起電力

不足による転流失敗がおこったり，重負荷時には負荷

時進み角の減少および転流重なり角の増大に伴う転流

余裕角の減少により，転流失敗にいたることがある。

この危倶を解消する一方策として，筆者らはインバ

ータのスイッチ素子にトランジスタを用いた120'形ト

ランジスタ無整流子電動機(120・TR-CLM)の特性に

ついて報告したが1)，今副180・TR-CLMを試作し，

120・形との特性の比較，および複巻界磁巻線(和動お

よび差動)の機器特性におよぽす影響について，実験

結果を基に検討したので報告する。

2 .回路構成および動作原理

2-1. 180・TR-CLMの主回路

第 1図は180・TR← CLMの主回路である。 180・Thy

-CLMでは素子の転流エネルギーを得るために，リア

Fig. 1 Connection diagram of a 180~ type 

transistor commutatorless motor. 

クトルLおよびコンデンサCを挿入するが， 180・TR--

CLMではL，C素子は不要であり， トランジスタベ

ース信号の断続のみで，容易に且つ信頼性高〈転流が

行なわれるので，その回路構成は一段と簡略化きれ，

経済性の面からみても有利である。又Thy-CLMで

は設定角(70とする)を進み(普通15・;{"ro;{，， 60・の範

囲)にしか選べないが， 180・TR-CLMでは 30・;{"70 

;{，，30'の範囲に設定することが可能である。特に ro<

0に設定できるのはTR-CLM独自の領域であり，誘

起電圧転流Thy-CLMでは実現できない領域である。

即ち前者は設定角選定の自由度が大きいといえよう。

トランジスタは上記の優位きをもっ反面，写真1)に

みるように，ro< 0の駆動では電流変化が極めて急峻

なため，電機子巻線内に誘起きれるサージ電圧による

素子破壊のおそれがあるので，サージ吸収回路1)の付

加が必要である。又トランジスタは熱酌にも脆弱であ

り，更にサイリスタ程大客量素子がないため，第 1図
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Photo 1 upper， Diode voltage V，山 (100V/div 

5 ms/div) lower. Phase current lu (200 

mV/div 5ms/div) (1'o=-30(.el)) 

に示すようにダーリントン接続で用いるのが普通であ

る21。

120・TR-CLMと180・TR-CLMの椛造上の相違は，

電動機軸に直結され近接スイ yチをオン ・オフする扇

形回転板の|羽角 を120(・el)から 180(.el)にかえるだけ

である。 180・開角の回転板により ，第 2図(a)に示す

ベースイヨ号列が得らtl. インバータ相官Z圧および線開

Ti"(L圧は問図(b). (c)で与えられる31。尚パルス市11御

回路として文献(1)の第 3図を用いた。

v
x
w
Y
 ( a ) Transistor base signal 

1宜

( b) Induced phase voltage V uo 

Vuv 

( c) Line voltage V uv 

Fig. 2 Transistor base signal， induced phase 

I/oltage and line voltage waveforms 
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2-2. 動作原理

一般に180.形サイリスタインバータでは，負荷無効

電力を電源側へ帰還させるため，スイ yチ素子と逆並

列にダイオードを接続して用いる 3)。写真(2)は帰還ダ

イオード挿入時の180・TR-CLMの誘導起電力 と電流

波形である。 180・TR-CLMの駆動で1'0> 0又は 1'0く

Oの任意角度 (但し -30・ζ 1'0云30.)に設定する時，

トランジスタにかかる逆電在区間で写真(3)に示すよう

な電機子巻線開循環電流が流れる。この電流により，

電動機は制動がかけられた状態となり，電tJJ織効率低

下の要因と考えられるので二本稿では帰還ダイオード

を付加せず. 120・形と同じく平滑りアクトルLd を挿

入した回路につき検討している。

Phto. 2 upper， Induced-voltage V uv (lOoV /div， 

5 ms/div) lower， Phase current 12 (200 

mV/div， 5ms/div) 

Phto. 3 upper， Phase current Iv (200m V /div 

5 ms/div) lower， Feedback diode current 

Iυu(200mV/div 5ms/div) (1'o=15(.el)) 

2-3. 誘導起電力

第3図は180・TRー CLMの誘導起電力波形である。

120・形では，相誘導起電力より π/6おくれの点を 1'0=

Oと定義している が.180・TR-CLMでは相誘導起電
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。 ;r/2 

Fig. 3 Induced-voltage waveforms of 

180・TR-CLM

但し

仰 )=iZEmcosO 仰 )=，!3Emcos(8-;r/3) 

1，(8)=./すEmcos8 1.(θ)=Em sin8 

カと同位相の点を ro=0と定義する。第 3図より誘導

起電力を求めると(1)式のように得られる。
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roく Oに設定する時は， (1)式の分母第 1項がCOS

(r+ u/2)・cosu/2にかわるだけである。但し Em;相誘

導起電力波高値， 九;入力電圧，ん，入力電流， γα; 電

機子巻線 1相当りの抵抗，r;負荷時進み角，u;転流重

なり角である 。

120
0

形の誘導起電力波高値E:"は(1)'式で与えられ

る4)。

1;" _ J[(九 2んら)
.L.tm - _ ~ 一一 (1)' 

今(九一2んね)ニK(一定)とし，roをパラメータ

として(1)， (1)'式を比較すると表(1)のようになる。但

しu=Oと仮定した。

Table. 1 Compared with induced voltage of 

180・and120・TR-CLM

ro(Oel) 180
0

時5 120
0

青3 Em/E"， Em/E;" 
Em Eゐ (理主論値) (実測値)

。0.83K 0.60K 1.38 1.27 

15 0.90K 0.63K 1.43 

30 1.21 K 0.70K 1.73 1.43 

一30 1.21 K 0.70K 1.73 1.72 

45 2.69K 0.85K 3.16 

60 4.51 K 1.21 K 

2-4. 180・TR-CLMの転流

第4-5図は180・TRーCLMの誘導起電力，ベース信

号および相電流波形を示し，写真(4)-(6)は夫々 ro=o. 
30. -30(・el)に設定した時の，相誘導起電力と電流波

形を示す。表(1)に示すように. 180・形は120・形に較べ

同じroに対し誘導起電力が高い。写真(7)-(8)はro=0 

における 180・形と 120・形の入力電圧と誘導起電力(線

開)波形である。後者では常に入力電圧が線開誘導起

電力より高いため.ベース信号の加わる 120Cel)区間

は一定電流を流し得るが，後者では誘導起電力が入力

電圧を上回る区間 (6Wel))があるため.ベース信号

巾が180(Oel)あるにもかかわらず， トランジスタの通

( a) Induced -voltage (Phase and line voltage) 

UI 酷畑 町伺 l

z__j骨姐 陪姐 l

Y ‘Y//A V/.品、
X I t'lL!1 WLI I 

W院初ー寸 「τ勿「ー一一

Y=一一τ坊l'r1 rー防現

( b) Base signal 

( c ) Phase current 12 

Fig. 4 180・TR-CLMwaveforms (ro= 0 Cel)) 
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( a) Induced -voltage (phase and line voltage) 

山 … l

VノノノノノI I 

レ，ノノノノ/1

二コ lノ/ノノノヨ

二二二コ l!ZlZZZ!二二
ノ/ノI I ロ77

( b) Base signal 

ヨ
IUyiu zl 

Ivxiw 

( c ) Phase current 1， 

Fig. 5 180・TR-CLM waveforms (yo = -30(・el))

屯は120(.el)におさえられる。I!rJち1'';I泣ダイオードを

付加lしない180・TR-CLMの電流波形は.写真(4)-(6)

のようになり ，一15・，;:;yo豆 15・以外の設定角駆動で

は120.形と同じi1;:;荒波形となる。 yo=0での電i荒波形

に断続音11分があらわれるのは，第 4図におけるベース

信号のうち斜線を泊した部分てコ誘導起電力が入力

電圧を上回り，素子が不導通となるためである。 yo>

15・ではベース信号の後部 (60・rrJ)で.又yoく 15・

では前音11(60・m)で夫々素子のオフ区間を生ずる。

2-5 複巻界磁巻線の効果

~H 図は三杭i 同JtJI'ilL動機の特性解析に用いられるベ

クトル図である。但し Eo;無負荷誘導起電力 (1相当

り以下同じ)，Ei; 内部誘導起電力，V; 端子電圧.

I; ';11機イー電流基本j庄笑効値，ん， 直軸電機子電流，

ん;椴制定機子~lL流 Xad; 1宣軌反作用リアクタ ンス，

Xaq;償制!反作用リアクタンス， γa，電機子抵抗 Xl;

電機子漏れリアクタンス，70;設定角，Yi;内部設定角，

Y;負荷H寺おくれ (又は進み)角，u;転流重なり角.

8; 内部相差角，I'r.カ率角である。同図よりギャ yプ

の主起磁力 Fmおよび合成起磁力 fろは(2)，(3)式で与え

られる。

Phto. 4 upper， Induced-voltage V uo (lOOV /div 

5ms/div) lower， Phase current 1，(200mV 

/div 5 ms/div) (yo= 0 ("el)) 

Phto. 5 upper， Induced -voltage V uo (lOOV /div， 

5 ms/div) lower， Phase current 1，(200mV 

/div， 5 ms/div) (Yo=30("el)) 

Phto. 6 upper， Induced -voltage V uo (lOOV /div， 

5ms/div) lower， Phase current 1，(200mV 

/div， 5 ms/div) (yo = -30(" el)) 

Fm= Foi:. .::J F (2) 

Ft=Fm+Fa (3) 
こ、で+.::JFは平日動複巻起磁力の増分を，-.::JFは

差動複巻起磁力の減少分を示す。但し九;無負荷起磁

力，Fa;電機子反作用起磁力である。又λは(4)，(5)式
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Phto. 7 upper， lnput voltage V 1 (100V /div， 5 ms 

/div) lower， lnduced -voltage V， (100V / 

div， 5ms/div)(1'o=OCel) 120・TRー

CLM) 

のように与え られる。

F，=({(Fo:L1町一九・sin1'o}' +(Fa.cos 1'0)')川 (4) 

F，=[((Fo:::tL1F)+九.sin1'o}'+(Fa.cos 1'0 )')川 (5)

(4)式は1'0>0に対応し.(5)式は1'0<0の場合である。

両式より 1'0<0での駆動は磁化作用を，又1'0>0での

駆動はj成磁作用 を呈することがわかる。

2-6 負荷速度

180・TR-CLMの負荷速度Nは(1)式よ り(6)式のよう

に与えられる 1)5) 0 

t:' _ 71〈九一2んら)
ーm- 9 (CO咲y平 u/2)・cωu/2ー 1/13}

27rkw WPrt，N 

120 

N 2O( 1ゐ-2んら)
一 3んwPrt，{COs( l'平 u/2)Cωu/2-1ン，/3}

(九 2ん向)=K' ， ( ，. .，_，--. ，u'，_ .， =-. (6) 
め(COば1'-u/2)・cosu/2-1/13}

但しK=20/3ん WP，ん;巻線係数，W; 1相当り

の電機子巻数，P;極数，ゐ 1相当りのギャップ合成

Photo. 8 upper， lnput voltage V1 (100V /div， 5 ms 磁束である。

φt 

/div) lower， lnduced-voltage Vuv(100V 180・形は120・形に較べ(6)式の分母第 2項のために，

/div， 5ms/div)(1'o=0(Oel) 180・TR一 同一入カ電圧，負荷電流に対して高速度となる。又1'0

CLM) > 0に設定し且つ差動複巻界磁付駆動で|ム|は最小と

なり，従って負荷増加に伴う速度低下を補い，定速度

特性を得るのに効果がある。

2-7， 負荷カ率

第6図よ り1'0<0に設定した時の負荷力率角 Fは(7)

式で示される。

¥p=COS-1
(1'O+O)=COS-1

(1'O+ tan-1 

I~Xaq - l rasin 1'0十lx，co喧1'0
Eo+んXad+1 raCOS 1'0+ lx，si河 川

(7) 

Fig. 6 Vector diagram of a 1800TR-CLM 

(1'o=-30(・巴1))

(7)式より 一定励磁のもとで，1'0> 0に設定する時は

重負荷程力率改善に寄与し，逆に 1'0<0の設定では重

負荷程カ率が低下する。

2-8.出力

180・TR-CLMの出力は(8)式て"がされる 11，
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九=(九一 2IdTa)ん

9E，日ん (___， ~ ，~， ___ ，~ .， rnl ニ字汁cos(r+u/2・cosu/2ー 1/江~ (8) 

3. 実験結果および検肘

本実験に用いた供試機は，三相実極形， 4極， 200 

(V)， 2.2(附)， 18∞( r阿，短絡比1.16，回転電機子

形，励磁電圧100(V)，励磁電流1.3(A)，電機子抵抗

1.25(.Q )，他励界磁巻線と複巻界磁巻線の巻数比24の

三相周期電動機である。負荷として3.7(剛)の容量を

もっ渦電流制動式動力計を自動負荷平衡装置(文献(1)

第8図)をつけて用いた。

3-1. 無負荷特性

(1) 無負荷誘導起電力

( a ) 入力電圧と 無負荷誘導起電力の関係

第7図は V，に対する無負荷誘導起電力 V，o(線開電

(b) 励磁電流の無負荷誘導起電力への影響

第8図は V，=150(V)一定にした状態での，励磁電

流による九。の変化で、ある。 三相同期電動機における

誘導起電力 V，o=Kt/>，NIにおいて，Nは一定であり.

ふの変化によりカ率がかわるいわゆる V特性を示すが，

CLMではカ率が一定に保持されるため，t/>， とN の積

が一定として動作する。

200 

150 

〉

:;: 100 
〉

50 

ア~雷 0--0 合 食--会

&・ーー司lrー-dr--11--ーー&ー--.6-ー......d

0-ー・-<>-ー司令ー--0-ーー司0・ー -0・ー・0

-0-ro= 0 (・el)

-l:;- 3011 

ーロー

司ー0・・

..t:..・・

-3011 

o 11 1 
} 120'形

3011 J 

圧実効値)の実視I]fl直である。 180'形は120'形に較べ o
liil一入力電圧(V，=160(V))において，ro= 0・で

0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 
If(A) 

1.28倍(理論値1.38倍)， ro=30'で1.48倍 (理論値

1.73倍)， ro =30・で1.721音(理論値1.73倍)といずれ

も前者が高い。これが180・形と 120・形の大きな相違点

である。

〉

250トー0-ro= 0 ('el) 

-A- 30 11 

200 

三 150

〉

100 

50 

o 40 80 120 160 200 
V，(V) 

Fig. 7 Induced -voltage V， 0 vs input voltage 

V， (/f=1.3(A) no load) 

Fig. 8 Induced -voltage V， 0 vs field cu汀 entIf 

(V， =150(V) no load) 

( c ) 設定角の影響

第 9図は V，=150(V)一定にし，ro を -30・ ~ro~

30・に変化した時の%。の実測値である。 120・形では

誘導起電力全波繁流瞬時値は， -60・~ ro~60・の全範

聞において正値をとるが， 180・形で正値をとるのは-

30・~ ro~30・の範囲であり， -30・>ro>30・では誘導

起電力全波整流瞬時波形に負の区間を生じるため.

120・形lニ較べ同一%に対して高電圧となる。

(2) 無負荷速度

( a ) 電圧制御

第10図は励磁電流を定格値(/f=1.3(A))に保ち.

V，可変による無負荷迷度特性である。これは直流機

における電圧制御方式に対応するもので，三相同期電

動機としての駆動では実現できないCLMの優れた特性

の一つである。 (6)式かられと N。は線形性を示してい

る。

(b) 界磁制御

第11図は直流機の界磁制御に対応するものである。



96 180.形 トランジスタ無整流子電動機の特性について

200 

150 

と100

〉

A、 _.A
、、ι ー ~A'
一、『ι ー『凸..--~ -

-0-If=0.65(A) 

-A- 1.3 11 

叶ーロー 2.6 11 

-A-- 1.3 11 (120・形)

O 
-30 -20 -10 0 10 20 30 

;>'0 (.el) 
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Fig. 10 No load speed N 0 vs input voltage V， 
(lf=1.3(A)) 

供試機て、は励磁電流を定格値の1.151音(/f=1.5(A)程

度にするとき，鉄心の般気飽和がみられ，電圧制御程

大巾な速度制御範囲は得られない。 ;>'0=0・に設定し，

励磁電流を定格位の72'-2倍にかえた時の速度変化巾

は96(%)である。

( c ) 設定角制御

第12図は V，ニ 150(V)一定に L. ;>'0可変による無負

荷速度である。同方式は直流機や同期機では実現でき

ないCLM独自の優れた特性である。

(3) 無負荷損失
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日
広
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Fig. 11 No load speed N 0 vs field current If 
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Fig. 12 N 0 load speed N 0 vs setting angle ;>'0 

(V，=150(V)) 

第13-15図は無負荷捌の実視1)値てある。三者とも無

負荷速度特性と類似しているが.これは無負荷績の大

半が機械績によ って占められ.鉄鋼その他の損失が僅

少なためと推察される。

3-2. 負荷特性

(1) 速度特性

( a ) 入力電流の速度への影響
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Fig. 14 No 10ad motor loss W 010 vs fie1d current 
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第16図は負荷時速度特性である。他励直流電動機と

防j様な下降特性を示すのは， (6)式における紙抗降下と

転流重なり角の増大に起因する。更に差動複巻界磁付

と和動後巻界磁付の比較では，重負荷税前者の速度変

動が小さい。これは重負荷時における電機子抵抗降下

に伴う速度低下が，ギャ ップ合成磁束の減少により補

なわれるためである。
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Fig. 16 Speed characteristis curues 

(V，=150(V) If=1.3(A)) 

(b) 設定角の負荷速度への依存性

第17図は負荷電流を定格値(7.5(A))に保った時の

roに対する速度特性である。同図において，ro >30・

の範聞における速度の急増Lt，誘導起電力全波望主流瞬
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Fig.17 Motor speed N vs setting angle )'0 

(¥" =150(V) 1/=1.3 (A) ) 

時波形に負の区間を生じ，一定入力電圧と平衡を保つ

べき誘導起電力が大巾に増大しなければならないから

である。又和動および差動複巻界磁付での速度の差異

は， Iふ|の比較において前者が後者を凌ぐためである。

(2) カ率特性

( a ) 負荷電流によるカ率の変化

第18図は入力電流に対するカ率特性である。 (4)式に

示すように， )'0> 0に設定する時，負荷電流の増大は

電機子反作用角 β(無負荷および負荷時ギャップ起磁

力の位相差)を増し.その結果内部誘導起電力は進相

となり高力率を示す。又)'0く Oで且つ差動綾巻界磁付

では， 重負荷程低カ率を示す筈であるが，実調IJではほ

ゾ一定力率を示している。

(b) 励磁電流の力率への影響

第19図は励磁電流によるカ率曲線である。ベクトル

図より， YOb 0の設定て怯励磁電流の増加により内部

誘導起電力は遅相となり.カ率改善に寄与するがYO>

Oでは強励磁は βの減少を伴い力率の低下を招〈 。

( c ) 設定角の力率への影響

第20図は励磁電流および負荷電流を定格値に保ち，

YOの力率への影響をしらべたものである。同図より供
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Fig. 19 Powerfactor cos <p vs field current If 

(V，=150(V)) 

試機の最高力率lまYo= 10-20(" el) において得られ，

Yo< 0での駆動は低カ率のため好ましくない。

(3) インバータ娘失

第21-23図は夫々インバータ領失の実測値である。

サイリスタインバータの鍋失はたかだか数%であるの

に対し， トラン ジスタインバ-?では10-40(%)と大
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Fig. 21 Invertor 1055 W， vs input current 

(V，=150(V) I/=1.3(A)) 

きい。これがTR-CLMの効率低下の大き な原因であ

り.且つサイリスタインバータね普及しない理由のー

っと考えられる。

(4) 効尊1

第24図Lt負荷電流に対する効率曲線である。Thy-

CLMの出力は力率100(%)の同期電動機に比べ最大

96.7(%)と報告されているが1)，TR-CLMではイ ン

バータ損失が大きしその効率は)'0> 0での駆動で平

均70(%)，)'0< 0では平均50(%)しか得られず極めて

低い。)'0<0での駆動では，転流時の電流変化が急峻

なために起る転;流サージ損失のI曽大や.カ率低下が大

きな原因と考え られる。従ってTR-CLMは )'o~ 0で

目。-)'0=0 ("el) -.-)'0=30(.el)(和動複巻イ寸)
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Fig. 23 Invertor 1055 W， V5 setting angle )'0 
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の駆動がのぞま しい。

4 .むすび

本稿では主として180・TR-CLMと120・TR-CLM

の特性上の比較，および後巻界磁巻線の機器特性に与

える影響について述べているが.その結果次の結論を

得た。

(1) 120.形は←60・ζ)'0豆 60・の全区間において正ト

ルクを発生するが. 180・形で正 トルクの発生区間は

30・s;)'0 s; 30・で前者グ〕半分である。

(2) 120・形では常に入力電庄が誘導起電力を上回る
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100 

(60("el) )が生じ，素子の通電は180・巾のベース信号
-o-Yo=O(・el)-.-Yo=30・("el)(和動複巻付)

が印加きれながら. 120・通電の短形波交流となる。
-1:1.- 3011 -・--30・ 11 (差動複巻f寸)

(3) 180・形は120・形に較べ，同一設定角に対しその
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Fig. 24 Efficiency甲 vsinput current I. 

(V，=150(V) If=1.3(A)) 

ため. ベース信号の印加きれる全区間(120(・el))素子

は通電するが. 180・形ではベース信号印加区間(180

(.el))のうち，誘導起電力が入力電圧を上回る区間

誘導起電力(又は回転速度)が高い。即ちトルク脈動

は前者が大きい。

(4) Yo< 0で且つ差動複巻界磁付駆動は，転流サー

ジ鍋失の増大やカ率低下のため効率が悪い。

.考文献

1 ) 親盛，伊波 :疏球大学理工学部紀要工学篇第16

号 p. 127 

2 ) 長坂，岩金，池田:昭和48年電気学会九州支部

連合大会予稿集 p.423 

3 ) 池田，外:サイリスタの応用 (上) p. 266-

267 

4 ) 佐藤:電学論39-58(Vol. 84-8 No.911 p. 

114-115) 

5 ) 福田，藤原:電学論47-853(Vol. 92-8. 

No.9 p. 493) 


